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2020年度 保健指導士更新研修会WEB開催について

平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、平成２０年４月より、高齢者医療確保法に基づき、特定健康診査・特定保健指導の制度
が施行されました。
これを受けて、当協会では、平成１９年度より、
「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）
―厚生労働省健康局―」に記載されている「健診・保健指導の研修ガイドライン（確定版）
」に沿
った、特定保健指導実施者育成研修（基礎編・技術編）と特定保健指導専門研修（食生活改善指導
担当者研修）を実施し、修了者には「保健指導士」（ＡＪＨＡヘルスマネージャー）及び「保健指導
士」（ＡＪＨＡヘルスマネージャー/食生活改善担当者）として認定しております。

このたび、継続認定要件（5単位）に該当する研修会を開催する運びとなりました。
なお、資格更新の詳細については下記のURLをご参照ください。
●全日病HP（全日病 保健指導士（AJHA ヘルスマネージャー）の資格更新について）
https://www.ajha.or.jp/hms/tokuteikenshin/pdf/180817_4.pdf）
また、上記資格を有さない方の受講も受付けさせていただきます。
つきましては、是非ご参加いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
１．主 催
公益社団法人 全日本病院協会
２．開催日
２０２１年３月１４日（日）１３：００～１７：０５
※本研修会は WEB での受講となっており、
全日病にご来局されての受講はできません。
ご自宅、またはご所属の病院から WEB での受講をお願いします。
３．対象者
全日本病院協会認定 「保健指導士」（ＡＪＨＡヘルスマネージャー）
「保健指導士」（ＡＪＨＡヘルスマネージャー/食生活改善担当者）
※上記資格を有さない方の受講も受付けさせていただきます。

４．参加料
１１，０００円(税込、資料代を含む)

５．申込方法 ①全日本病院協会ホームページ( https://www.ajha.or.jp/)より「教育研修」
を選択し、本研修の申込み画面をお開き下さい。
※スマートフォンをお持ちの方は左記 QR コードよりアクセス可能です。
※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。
②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。
※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。
③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メール
が届きます。送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振
込ください。
※WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。別紙申込書に
必要事項をご記入のうえ FAX 03-5283-7444 にてお申し込み下さい。
④お振込確認後、登録のメールアドレスに ZOOM で受講するためのマニュアルを
送付いたしますので、アプリのインストールをお願いいたします。
⑤研修会の出欠は、Zoom の接続ログで確認いたします。著しく接続時間が短い場
合は欠席として取り扱うこともございます。
６．プログラム
時間

学習内容

講師

13:00-13:05
開会挨拶
（5分）

公益社団法人
役員

全日本病院協会

13:05-13:30 特定健診・特定保健指導に関する総論（3期以
（25分） 降の変更点）

四日市看護医療大学
名誉学長 河野 啓子

13:30-14:30
行動変容につながる保健指導
（60分）

株式会社エムステージ
産業保健事業部
保健師チーム 石倉 恭子

14:30-14:40
休憩時間
（10分）
株式会社エヌ・ティ・ティ データ
14:40-15:30
無理なく進める食生活改善への健康支援の実際 人事本部 人事統括部 健康推進室
（50分）
大島 桐花
株式会社エヌ・ティ・ティ データ
15:30-16:20
ICTを活用した保健指導の実際
人事本部 人事統括部 健康推進室
（50分）
小川 智江
16:20-17:00
保健指導の評価
（40分）

四日市看護医療大学
名誉学長 河野 啓子

17:00-17:05
事務連絡
（5分）

事務局

７．定 員
１５０名

８．締切日
２０２１年３月８日（月）（定員に達し次第、締切となります）
９．その他
①「保健指導士」および「保健指導士 食生活改善担当者」の資格をお持ちの方は、事務局にて資格
更新のための単位を加算いたしますので、特段の手続きは必要ございません。認定期間満了前に新
しい認定証を送付いたします。
なお、資格取得時にご登録いただいた施設名等と参加申込書の情報が異なる場合は参加申込書の内
容で登録情報を更新いたします。
②参加申込の際にお送りいただいた個人情報は、適切に処理し、本研修の目的以外には使用いたし
ません。
10.WEB 研修受講時の注意事項
●2021 年 3 月上旬頃、メールにて Zoom で参加するために必要な URL や資料等を送付いたします。
●本研修は Zoom を用いた WEB 研修会であり当協会会議室での受講はできません。
●Zoom への参加にはインターネット環境が必要です。
※注 快適な視聴状況を保つため、インターネット接続は有線 LAN を推奨します。
※注 通信容量に制限のあるモバイルルーター等で参加されると、環境によっては通信容量の上
限を超え、接続速度等に制限がかかる恐れがあります。
●1 名につき 1 台の PC 等通信端末ご用意ください。
※注 1 台の PC 等通信端末から複数名参加をご希望の場合は、環境を確認しますので事前にご
連絡ください。
●ご希望の方には、使用予定の通信端末・インターネット環境に問題がないか、事前の接続テスト
を行うことも可能です。
●当日、WEB 研修に参加できない場合は、必ず下記研修担当者までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、自己都合による欠席として扱わせていただきます。
11．お問合先
公益社団法人 全日本病院協会 保健指導士更新研修会（人間ドック委員会担当）
〒101-8378 東京都千代田区猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル
E-mail：ningendock@ajha.or.jp
（受付時間：平日９：３０～１７：３０ 土日祝を除く）

参加申込期限：2021 年 3 月 8 日（月）
※WEB での申込が不可能な場合のみこちらの用紙をご利用ください。

2020 年度 保健指導士更新研修会 WEB 開催
2021 年 3 月 14 日（日）開催

参加申込書

●下記事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。
●複数名お申し込みの場合は、当用紙をコピーのうえお申し込みください。
楷書にて正確にご記入ください。
※正式名称でご記入ください（現在施設等に所属していない方は記載は不要です）

施設名

（〒
住

－

）

所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Mail
※必須

ふりがな
氏

名

登録Ｎo.

参加者

(認定カード
の番号)

□「保健指導士」
（AJHA ヘルスマネージャー）
□「保健指導士」
（AJHA ヘルスマネージャー/食生活改善担当者）
※分かれば登録Ｎo.(認定カードの番号)を下記にご記入ください
（
）
医

職

師 ・ 保健師 ・ 管理栄養士

種

(いずれかの
職種に○)

看護師 ・ 栄養士 ・ 歯科医師 ・ 薬剤師 ・ 助産師
准看護師 ・ 歯科衛生士 ・

その他（

）

①

事務局にて参加申込書を受付後、メールで参加料振り込みのご案内や研修参加のための
URL 等をご送付させていただきます。
② 尚、参加申込書をＦＡＸ送信後、3 日たっても（土日祝除く）返信がない場合は、以下の
事務局までご連絡ください。

【問合先】 公益社団法人 全日本病院協会

保健指導士更新研修会（人間ドック委員会担当）

〒101-8378 東京都千代田区猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル
ＦＡＸ：０３－５２８３―７４４４ E-mail：ningendock@ajha.or.jp
（受付時間：平日９：３０～１７：３０ 土日祝を除く）

